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留学生 MORRISON, Jack James さんによる

新しい留学生の顔ぶれです！

（オーストラリア）

アイハウスツアー

2011

年8月末から9月にかけて、新しい留学生が来日しました。
今年度は、留学生別科生19名、本学の学部で2年間学ぶ
複数学位取得留学生4名、学部の授業を履修する特別科目等履修生1名
の合計24名を新たに受け入れることになりました。留学生からのメッ
セージをお届けします。みなさんとの交流を楽しみにしていますの
で、キャンパスで留学生を見かけたら、気軽に声をかけてあげてくだ
さい。

留学生別科で学ぶ留学生にアイハウスでの生活を紹介し
てもらいました。日本での共同生活をどのように過ごし
ているのでしょうか。

こんにちは。ジャックです。
1月からアイハウスに住ん
でいます。

2011年度留学生別科新入生

r
u
to

International
House
アイハウスに住んでいる留
学生別科生です。楽しい人
たちです。みなさん、ぜひ
遊びに来てください。

19名
イ

李

スルビ（韓国）

１年間いろいろな体験して、
楽しい留学生活を過ごしたい
です。

オウ

こちらはアイハウスの管理人
の巾 さんです。親切で、困っ
たことがあれば何でも相談に
のってくれます。また、新し
いイベントをよく企画してく
れます。

セイ

王

誠（オーストラリア）

中国出身で、オーストラリアで育
ちました。絵を描くことと、水泳が
好きです。

オウ

蒙（中国）

私はいろいろな趣味を
持っています。例えば、読
書、旅行、運動、買い物
などです。

キム

金

オウ

王

3F

私の部屋です。ちょっと
散らかっています。

モウ

王

ダイニングルームで食事をした
り、テレビを見たり、ときには
パーティーをします。大きなキッ
チンで料理を作ります。図書室で
は、勉強したり、コンピュータを
使ったりします。

2F

へウォン

元（韓国）

できれば、日本にいる間にい
ろんな所に行きたいし、みん
なと仲良くなりたいです。

ヒツ

謐（中国）

日本の文化、風習、人々の生活等が
中国とどのように違うか色々経験
したいです。

ゲン

阮

ゲツ

（中国）

皆と一緒にご飯を作るのは楽しい。日本伝統文
化も体験したい。山下智久が大好き。

留学生別科入学式＆歓迎パーティー
〜 ICC 国際交流クラブ部員も出席しました〜

グラーザー

ユリアナ

クラブ活動に参加する留学生
〜貴重な体験と素晴らしい思い出〜
国際交流センターでは、留学生別科生に本学のクラブ紹
介を行っています。クラブ活動に興味のある留学生は少
なくなく、これまでに剣道部、男子バスケットボール部、
ラグビーフットボール部など様々なクラブ活動に参加し
てきました。

マリア

GLASER, Juliana Maria（オーストリア）
Japan is a country with a great culture and delicious food. Because
of that I want to visit as many places as possible in Japan. By
learning Japanese it is not only easier to do this but it is also
possible to understand Japanese culture better.

チョウ

張

9月1日長久手キャンパス11号棟ミニシアターで、2011年度留学生別科入学式が
行われ、中国、韓国、アメリカ、英国、オーストリア、オーストラリアの６カ国から
キム ヘウォン
19名の新しい留学生が入学しました。入学式では、韓国からの留学生金 元さんが、大変流暢な
日本語で、これから始まる日本留学への抱負を力強く語りました。現在、留学生別科では昨年度
からの継続生と合わせて24名の留学生が日本語を学んでいます。
また、8月30日〜9月1日には留学生別科新入生オリエンテーションが行われ、ICC 国際交流ク
ラブ部員も参加しました。大学周辺・アイハウス周辺地
図の作成、オリエンテーションでの通訳、キャンパ
スツアーガイド、入学式＆ティーパーティー参加な
ど、留学生別科生との交流
を楽しみながらサポート
を行いました。これから
始まる日本留学生活のス
タートに当り、日本人学生
の様々なサポートと交流
を期待したいと思います。

キヨウ

琪瑶（中国）

趣味はフルートを吹くことです。
別科での勉強を通じて、日本の大
学への入学を目指します。

シング

キーラン

マイケル

SINGH, Kiran Michael
（オーストラリア）

コーカライン

日本の文化はとてもおもしろい。ギ
ターとビデオゲームが好き。日本語を
ぺらぺら話せるようになりたい。

アンドリュー

COCKERLINE, Andrew
（イギリス）
僕はイギリスから来ました。もし僕
のことを見たら日本語でしゃべって
下さい。よろしくおねがいします。

パワー

スチュワート

フ

サン

POWER
OWER, Stewart Fu San
（オーストラリア）
僕は24才です。僕の趣味はスケ−ト
ボードとスノーボード。日本で僕は友
達を作りたい。
ベアガー

ソン

宋

Hi, my name is BERGER, Tobias and I
am 24 years of age. My hobby is to do
my しゅくだい and I m very interested
in the Japanese language and culture.
My goal for the next 4 months is to get
as many friends as possible.

世珍（韓国）

はじめまして。セジンです。みなさ
んと友達になりたいです。これから
よろしくお願いします。

トビアス

BERGER, Tobias（オーストリア）

セジン

ニクソン

イアン

マイケル

NIXON, I an Michael
（オーストラリア）
たくさん友達を作る。でも、私の日本語
がとても悪いから手伝ってください。

ロ

盧

翟

ジェイミー

カイル

ヘラム

ジョン

フレドリック

HERAMB, John Fredrik さんは、ノルウェーからの留学
生で、野球部に入りたいという希望を持って来日しまし
た。願いが叶って2010年12月に本学の野球部に入部し、部
員と共に日々練習に励んでいます。また野球部での活動
以外にも、ナゴヤドームへ出かけ、ドラゴンズの応援に
行くこともあるそうです。これからもぜひ野球部の
一員として活躍し、充実した留学生活を送ってほ
しいと思います。
留学生のクラブ活動への参加は、日本人学生との
交流はもちろんのこと、日本文化や芸術に深い関
心と興味を持つ良いきっかけになることと思いま
す。部活動を通して学ぶ様々なことは、留学生に
とって貴重な財産となり忘れられない思い出とな
ることでしょう。

I came to Japan to improve my Japanese
reading and writing skills. My interests
include cooking, music, and films. While
in Japan I hope to become more culturally
enriched through interacting with people
and visiting historical and religious sites.

2011年度特別科目等履修生

2011年度複数学位取得留学生

ヘイ

萍（中国）

北海道にスキーに行きたい。機会
があれば、ライブを見に行きたい。
テキ

ローゼンバーグ

ROSENBERG, Jaime Kyle
（アメリカ）

2010 年 9 月 に 留 学 生 別 科 に 入 学 し た
クシャズキエビチ
カタジナ
ソフィア
KSIAZKIEWICZ, Katarzyna Zofia さ ん は 以 前
から日本の武道に興味を持っており、特に弓道
には強い関心を示していました。本学に弓道部
があることを知り、早速入部。弓矢を引く姿は
真剣そのもので、大変熱心に練習に取り組ん
でいました。2011年5月に留学生別科を修了し、6月に帰国の
途に着きましたが、帰国前には、イギリスへ帰ってもぜひ続
けたいと意欲を見せていました。イギリスで弓を引いている
クシャズキエビチ
KSIAZKIEWICZ さんの姿が目に浮かびます。

1名

4名

エン

婉（中国）

日本語のおかげで、みなさんと出
会いました。これからはみなさん
のおかげで、きっとたくさんのす
ばらしいことに出会えると思い
ます。
トンプソン

ポール

ジェームズ

THOMPSON, Paul James
（イギリス）
僕の趣味はフェンシングです。僕
の興味はヘビーメタルの音楽や
歴史です。

シュウ
ヨウ

姚

エン

遠（中国）

漫画やアニメが大好きです。この一年、きれい
な日本語を身につけ、日本のあちこちを見た
いです。

キョウ

姜

セイキク

青菊（中国）

日本のみなさんと仲良くなりたい
です。私は旅行が好きです。

サイ

斉

セイセイ

晴晴（中国）

アニメ、声優や漫画が大好きです。
よろしくお願いします。

チョウ

趙

ズイ

蕊（中国）

嵐の大ファンです。みんなといい
友達になりたい。

周

ギタン

巍丹（中国）

まず専門科目をしっかり身につけ
たいです。そして、チャンスがあれ
ば、皆さんと一緒に旅行に行きた
いです。

チョ

趙

ビギュ

丕奎（韓国）

私は音楽が好きです。特にギターの演奏
が好きなので楽器ができる人と一緒に
演奏したいです。
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短期研修参加者レポート

国際交流センター開設科目

8月21日から9月10日までの3週間、22名の学生が韓国・梨花女子大学校の語学研修に参加しました。
今回の研修の様子をコミュニケーション学部3年の中神結奈さんにレポートをしていただきました。

Get Together and Talk Ⅰ は毎年9月と2月に国際交流センターが開設している集中
講義です。この授業では、愛知県在住の外国人を講師としてお招きし、出身国の文
化・習慣について英語で紹介してもらったり、参加学生の興味のある分野について
Q&A を通してディスカッションをしたりします。5日間の授業を通して、英語力と
異文化コミュニケーション能力を高めることを目標としています。
今回の授業ではインド、中国、ブラジル出身の方に2名ずつお越しいただき、お話を
伺いました。参加学生からは、
「3カ国と日本の文化差について新しい発見があった」
や、
「同じ国でも出身地や世代によって文化や考え方の違いに触れ、世界が広がった」
といったポジティブな感想が聞かれました。
インターネットで簡単に情報が得られる時代ですが、この授業は様々な国の方と
直接お会いし、生の声を聞いたり、ディスカッションしたりできる貴重な機会です。
次回は2月20日〜24日に開講される予定ですので、英語を使って海外の方々とコ
ミュニケーションを取りたい学生の皆さん、ぜひ Get Together and Talk Ⅰ を受講し
て下さいね。

今回の研修で一番印象に残ったことはどんなことでしたか？
韓国人学生との交流です。研修中に、日韓共同授業と「トウミ」があり、日韓共同授業では、4〜
5人の愛知淑徳大学生と3〜4人の韓国人学生がひとつのグループとなり、日韓の違いについて交流
し、PowerPoint を使い韓国語で発表をしました。「トウミ」では、お茶や食事をしながら、韓国語
を教えてもらったり、話をしたりしました。何度も顔を合わせたので、とても仲良くなることがで
き、貴重な友達を作ることができました。

梨花女子大学校での私の1日

13:30

2011年度後期 学内語学試験スケジュール

宿舎から大学へは約30分かかります。
授業は、１日３時間で間に10分・20分の
休憩がありました。各クラス、担当の先
生が２人ずついらっしゃって、みなさ
んとても優しい先生方でしたよ。少人
数クラスなので、最後にはクラス全員
仲良しになれます。

授業

昼食

14:00 「トウミ」説明会

対象

試験日及び試験会場

申込み期間

有料
（3,305円）

全学生

11月13日（日）
星が丘キャンパス

10月3日（月）
〜10月14日（金）

無料

全学生

2012年1月21日（土）
長久手キャンパス

TOEFL テスト ITP

無料

全学生

12月4日（日）
星が丘キャンパス

10月24日（月）
〜11月11日（金）

HSK

無料

全学生
※申込み条件あり。
募集要項を確認のこと

11月27日（日）
長久手キャンパス

10月10日（月）
〜10月21日（金）

全学生

11月12日（土）
星が丘キャンパス

9月26日（月）
〜10月7日（金）

日本語検定

韓国語能力試験

（2級
3級

有料
4,700円
3,200円）

全学生
※申込み条件あり。
募集要項を確認のこと

無料

4月予定
※時間及び会場は募集要項確認のこと

11月28日（月）
〜12月9日（金）

1月予定
※ 募集要項確認のこと

17:30

夜

時

明洞でショッピング

19:00

コンジハウスで夕食

20:00

チムジルバンに行く

間

2012年度夏季派遣交換留学

この日は、韓国人の友人と明洞でお買い物をしました。ルーム
メイトの明日香先輩と、友人の友人も一緒に。
お粥屋さんで、夕食を食べました。この
お店は、ガイドブックにも載っている
お店で、とても美味しかったです。そし
て、初チムジルバンを体験。チムジルバ
ンは、大浴場やサウナ、休憩室などが
ある場所です。韓国人は、週末に行き、
泊まって帰ることも多いそうです。

―まもなく募集が始まります―

下記のとおり、夏季派遣交換留学の説明会 夏季派遣交換留学生出発までの流れ
を開催します。交換留学を希望している方、
11月7･8日 留学説明会への参加
留学に興味を持っている方はぜひ参加して
（交換留学生募集要項配布）
11月7日
交換留学生試験申込
ください。
〜12月20日

交換留学説明会開催日
11月7日（月）17:00〜
星が丘キャンパス 52A
11月8日（火）17:00〜
長久手キャンパス 937

1月7日
2月上旬
3月下旬
5月
6月
7月
8月〜

※ 募集要項、願書、留学関連資料等は
説明会会場で配布します。

語学学習相談のご案内
本学の教員が、英語、中国語、韓国・朝鮮語
の語学学習に関する相談に応じます。
完全予約制で、スケジュールは下記の通りで
す。授業に関する相談や語学試験対策等にぜひ
生かして下さい。
スケジュールが変更になった場合は、大学
ホームページ及びアカデミックポータルでお知
らせします。
星が丘
キャンパス

英語

中国語

韓国・朝鮮語

毎週
月・火曜日

毎週木曜日

毎週火曜日

毎週金曜日

毎週木曜日

長久手
毎週
キャンパス 月・火・木曜日
時間
予約受付

①12:40
②13:05

〜
〜

13:05
13:30

各キャンパスの国際交流センターで
予約手続きをして下さい。

中国語学習相談ご担当の胡桂蘭先生からメッ
セージです。

胡

交換留学生試験
試験結果発送
留学オリエンテーション開始
（出発前に3回実施）
留学先での履修についての確認
交換留学生認定式
渡航手続き・ビザ申請
出発

桂蘭先生

中国語の語学学習相談
は毎 週 木 曜日に星が 丘
キャンパスで、金曜日に長
久手キャンパスで行ってい
ます。 各キャンパスの国
際交流センターで相談日
及び内容について事前予
約を受け付けています。
日ごろの勉強にあたり、何かわかりにくい問題
や、語学のレベルアップのための質問などあり
ましたら、いつでも気軽に相談に来てください。
語学以外に中国の文化や経済、歴史につい
て知りたい時や、教員と中国のことについて話
したい時でも、どうぞ来てください。 発音指導
や会話の練習も歓迎です。
2011年の前期には、「ハイレベルの中国語
検定試験に受かりたいですが、どう勉強したら
いいですか」や「中国へ留学、旅行に行きた
いですが、どこがお勧めですか」
という相談もあ
りました。
中国に行かなくても、ネイティブの教員とたく
さん話す機会を増やすだけで中国に興味が沸
き、勉強のモチベーションが上がると思います。
一人でも友達と一緒でもよいので、積極的に
来てください。お待ちしています。

毎週火曜日
５号館2階 学生ラウンジ
毎週木曜日

HERAMB, John Fredrik さん

こんにちは皆さん。私の名前はジョンです。
ノルウェーの南の方から来ました。愛知淑徳大
学の留学生別科の J3で勉強しています。私の
母語は英語ではなくて、ノルウェー語です。
子供の時、船でヨーロッパを2年以上旅行し
たときのことです。その時私は10歳で、ノル
ウェー語しか話せませんでした。ノルウェー以
外の国ではノルウェー語がぜんぜん通じませ
んので、毎日、父から英語を教えてもらいまし
た。英語を話して、新しい友達がたくさんでき
ました。
第二言語を勉強すると、新鮮で、とても嬉し
い気持ちになります。新しい友達ができるし、
新しい考え方が学べます。第二言語を学ぶこと
は、すごく大切だと思います。ほかの国の言葉
が分かると何でもできます。
日本では若い人は皆英語を頑張って勉強
していますが、英語は人と話して使わないと
上達しません。英語がそんなに上手じゃなく

ても話すことは大切で
す。Lunch-time English
Conversation ではお弁当
を食べながら、おしゃべ
りをします。皆さんは自
分でできる英語で話しま
す。分からなくても、私
は少し日本語が話せます
から、大丈夫です。
毎週、旅行について話
したり、外国の暮らしぶりについて話したり、
とても楽しんでいます。何かについて話したい
とか英語の手伝いが要る人は、ぜひ来てくだ
さい。皆さん、楽しんで英語で話しましょう。
時々私だけじゃなくて、私のいろいろな国から
の友達も来ますから、この時間は本当に英語を
話す良い機会ですよ。
皆さん、待っています！

短期研修参加者レポート
「トウミ（
）」とは？
外国人留学生の勉強や生活のサポート
をしてくれる韓国人学生のこと。

ウエスト・バージニア大学語学研修に参加して
国際交流センターが8月21日から9月16日に実施した「英語海外セミナーⅠ（米国）
」
ウエスト・バージニア大学語学研修に今年は21名の学生が参加し、約4週間にわた
り現地の大学で留学生向けの英語コースの授業を受けました。参加者の川野嵩幸さ
んに研修に参加した感想を聞きました。
ビジネス学科

2年

川野嵩幸さん

は基本的に自分で情報を仕入れなければならず、また通
学に使用する PRT という乗り物の運行時間が限られてい
るため、残念ながらほとんど参加できませんでした。
現地の学生は気さくで優しく、常に100％の自分を出し
ている印象がありました。彼らの多くは自分で学費など
を稼いでいます。彼らとともに過ごしたことは、自分の人
間性、大学生活を考えるきっかけとなりました。
初海外で、さらに英語力に乏しい私でしたが、だんだ
ん聞き取れるようになり、英語で話すことに抵抗もなく
なって、わずかながら成長できたかと思います。もっと
積極的にいけばよかったと思うこともありましたが、ア
メリカの大学で学んだこと、文化の違いを肌で感じたこ
とは自分にとってかけがえのないものとなりました。出
会った人達にとても感謝しています。
ここでは書ききれないほど多くの体験をしてきました。
興味のある方は私に声をかけてください。英語は苦手な
ので、日本語で話しかけてくださいね。

交換留学 Q&A （韓国 大邱カトリック大学校）

イベントカレンダー【2011年4月〜9月】

本学の交換留学生として、韓国の大邱カトリック大学校で学んでいるビジネス学部3年の相葉
絵里さんに留学生活について聞きました。大邱は今年9月に世界陸上が開催された韓国南部の
都市です。

国際交流センターの活動を報告します。

テ

左から、大島さん（交流文化学部）
、梅村さ
ん（交流文化学部）
、
浅野さん（文化創造学部）
、
森下さん（コミュニケーション学部）

カチバン

聊天室

毎週水曜日
毎週火曜日
５号館３階 学生ラウンジ
毎週金曜日
毎週水曜日
９号棟３階 ９３７
12：40〜13：30

滞在していたモーガンタウンは自然に恵まれ、気候も
よくとても過ごしやすい街でした。ウエスト・バージニア
大学（WVU）は端から端まで歩くと2時間ほどかかるとて
も大きな大学で、学生数も非常に多く、にぎやかな街とい
う印象でした。
私達が学んだ IEP（Intensive English Program）では世
界中からの留学生が学んでいました。特にアラブ諸国の
人は何でも積極的に発言していて、私はその勢いに押さ
れ続けていました。また、先生も一人ひとり個性が強くて
おもしろく、彼らとともに授業を受けていて、自分の意見
を持つことと、それを伝えることが大事だと思いました。
大学では日常的にさまざまなイベントが開催されてお
り、ライブイベント、サッカー大会、綱引き大会、映画鑑
賞、ボーリング大会、パーティ、ビジネスプラン交換会の
ようなものまで幅広く行われていました。しかし、これら

中国の南京師範大学へ1名、北京師範大学へ2名、オーストリアのグラー
ツ大学へ1名、合計4名の交換留学生が派遣されます。

韓国・朝鮮語会話練習

りょうてんしつ

英語会話練習「Lunch-time English Conversation」

ビジネス学部

2011年度夏季派遣交換留学生
決定

中国語会話練習

今回は英語会話練習「Lunch-time English Conversation」をクローズアップします。担当
者の HERAMB, John Fredrik さんからのコメントを紹介します。

昼食は、学校の学食で。2500ウォンでス
ンドゥブを食べました。安くて美味し
いです。
「トウミ」では、ボランティアの韓国人
学生と、1対2でお話をしたり、韓国語を
教えてもらったりします。とても優し
いオンニ（お姉さん）でした。3週間の間に、10時間そのような
機会がありました。

今年度後期の学内語学試験スケジュールです。積極的に受験しましょう。
※スケジュールは変更になることがあるため、必ず各試験の募集要項で確認して下さい。
すでに申し込み期間が終了した試験もありますので、ご注意ください。募集要項は申込み開始約
１週間前から掲示板、大学ホームページ（国際交流センター）及びアカデミックポータルに掲載
されます。

英語会話練習

Lunch-time
English Conversation

長久手キャンパス

朝

07:00 起床
07:30 朝食
08:30 登校
09:10〜13:00

国際交流センターでは、語学学習サポートの一環と
して、英語、中国語、韓国・朝鮮語の「会話室」を開催
しています。本学の学生であればどなたでも、参加可
能。語学力も問いません。「留学生と友達になりたい」
「その国の文化に興味がある」
「語学力をアップさせた
い」という方は、お昼ごはんを持って、気軽に参加し
て下さい。
スケジュールは下記のとおりです。

星が丘キャンパス

活動内容

昼

受験料

「会話室」のご案内

梨花女子大学校語学研修に参加して

Get Together and Talk Ⅰ

TOEIC IP テスト

140mm

Q

グ

大邱カトリック大学校への交換留学を希望した理由は？

将来韓国語を使う仕事をしたいので語学の向上（特にス
ピーキングの強化）のため留学を決めました。韓国の文化・風
習にも興味があり、以前語学研修で韓国に3週間滞在して魅力
を感じ、もっと深く韓国について知りたいと思いました。ま
た、大邱市は日本人が少ないので韓国人の友達を作る機会が
多いと思い、大邱カトリック大学校を希望しました。

Q

大学寮での生活の様子を教えてください。

寮では1部屋4人で生活をしています。ルームメイトは全員
韓国人です。寮の生活をする中でルームメイトと毎日韓国語
で話をするため会話の勉強にもなります。食事は食堂で朝食
と夕食をとることができます。韓国人はよく夜食を食べます。
ルームメイトと週に1回夜食を食べながらおしゃべりをしま
す。夜中に食べるのはあまり体に良くないのですが、一緒に
ご飯を食べると親しくなれるという韓国の風習を肌で感じ取
ることができます。

Q

月

留学前より韓国語が上達したと思いますか？

はい、そう思います。留学生用の韓国語の授業を受けたり、
留学前に愛知淑徳大学で使った韓国語科目の教材で勉強した
りしています。日常会話の勉強としてドラマを観ることもあ
ります。少しずつ聞き取れるようになり、会話をするときに
役に立ちます。

Q

4

5
月

6
月

■相葉さんの時間割
水

木

金

1限
09:00〜10:00
2限
10:00〜11:00

韓国社会と
文化と
多文化人の
多文化
コミュニケーション 人生と夢

3限
11:00〜12:00

日本文化

4限
12:00〜13:00
5限
13:00〜14:00

基礎中国語

6限
14:00〜15:00
7限
15:00〜16:00
8限
16:00〜17:00

日本文化

20、21日

基礎中国語

大邱カトリック大学校にはランチタイムがありません。学生は、授業の空き時間を利用して昼食を取るそうです。

【無料】韓国語能力試験

実施

新入生向け 交換留学ガイダンス

開催

星： 4/20−7/27
長： 4/15−6/3

英語会話練習「Lunch-time English Conversation」開催（週1回）

星： 4/18−7/25
長： 4/13−7/27

中国語会話室「聊天室」開催（週1回）

星： 4/14−7/28
長： 4/21−7/21

韓国・朝鮮語会話室「カチバン」開催（週1回）

星： 27日
長： 28日

2011年度冬季派遣交換留学説明会

長： 16日
星： 17日
20日

2010年度留学生別科

修了式

【有料】TOEFL テスト ITP

4日

【有料】日本漢字能力検定

19日

【無料】HSK

19日

【有料】TOEIC IP テスト

長： 30日
星： 7月1日

開催

「韓国・朝鮮語海外セミナーⅠ（韓国）
」梨花女子大学校 語学研修／「英
語海外セミナーⅠ（米国）
」ウエスト・バージニア大学 語学研修 募
集説明会 開催

29日

実施
実施

実施
実施

米国 NPO インターンシップ研修

募集説明会

開催

3日

月

8日

「中国の文化に触れるイベント」開催（全学中国語教育運営委員会主催）

8

7日

【無料】TOEIC IP テスト

月

18日
21日
21日

大邱カトリック大学校では語学センターなどで韓国語研修を受けるのではなく、最初から韓
国人学生と一緒に韓国語で授業を受けるので、勉強が大変だと思うかもしれません。韓国語に
自信がなくても留学生のサポートをしてくれるトウミがいますし、寮生活や学内で現地の学生
とたくさん会話をすることで自然と語学力が付きます。また、日本に興味を持っている学生も
多いので友達もすぐにできます。留学生活はとても楽しいです。
これから留学をするみなさん、自分に自信を持ってがんばってください。
火

17日

新入生 TOEIC IP テスト 実施
新入生 学習力調査（国語） 実施

7

後輩へのアドバイスをお願いします。

月

1日

9
月

2011年度冬季派遣交換留学

学内選考試験

実施

2011年度夏季派遣交換留学生認定式
「韓国・朝鮮語海外セミナー（韓国）
」梨花女子大学校 出発（〜9月10
日帰国）
「英語海外セミナーⅠ（米国）
」ウエスト・バージニア大学 出発（〜9
月16日帰国）

下旬〜9月

2011年度夏季派遣交換留学生

1日

2011年度留学生別科

8日
18日

実施

2011年度特別科目等履修生
【無料】韓国語能力試験

渡航

入学式
来日

実施

20日

2011年度複数学位取得プログラム留学生

30日

2011年度複数学位取得プログラム

来日

学内選考試験

実施

●編集後記
読書の秋、スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋…。
皆さんは、満喫していますか。
日本で生活していると、
「夏」が過ぎて「秋」を
迎え、厳しい「冬」の到来。そしてまた「春」を迎
える…というのが、あまりに自然で、意識せずに過
ごしてしまいがちです。しかし、世界に目を向ける
と、はっきりとした四季が感じられる国は実はそれ
ほど多くないことに気がつきます。皆さん、
「日本」
をもう一度じっくり観察してみませんか。そして
「世界」に目を向けてみませんか。
国際交流センターホームページでは、在学生向け
の留学情報、語学試験情報、留学生向けの情報など
を紹介しています。最新 INE とバックナンバーも公
開中です。
（http://www.aasa.ac.jp/institution/
international）ぜひご覧ください。
♢♢♢
次回の INE No. 52は2012年4月発行予定です。
お楽しみに。
（さ）

